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≪１．開会≫
○河上委員長

それ では 、定刻になりました ので 、始めさせていただ きま す。

皆様、お忙しいと ころ をお集まりいただき まし て、ありがとうござ いま す。
ただいまから「消 費者 委員会第227回本会議 」を 開催いたします。
本日は蟹瀬委員が御欠 席となります。
それでは、配付資 料の 確認をお願いいたし ます 。
○丸山参事官

お手 元の 議事次第の下部のほ うに 配付資料一覧を記載 して おります。

資料１、資料２、 参考 資料ということにな って おります。
もし不足がござい まし たら、事務局までお申し出 いただきますようよ ろし くお願いいたします。

≪２．若年層を中心とした消費者教育について≫
○河上委員長

では、早 速 入りますが、本日の議題 は「若年層を中心とした消 費 者教育について」

であります。
消費者教育につい ては 、国及び地方公共団 体に おいて、消費者基本 法、 消費者教育の推進に 関
する法律及び消費者 教育 の推進に関する基本 的な 方針等に基づいて諸 施策 が推進されていると こ
ろであります。
国や地方自治体等 のこ れまでの取組により まし て、消費者教育は一 定の 効果を上げているか と
は思いますけれども 、若 年層については、消 費者 問題に係る知識や社 会経 験の乏しさから、消 費
者被害に遭うという 問題 だけではなく、知ら ず知 らずのうちに消費者 問題 に係る犯罪の加害者 に
加担するということ もあ り、また、選挙年齢 の引 下げに合わせて、成 年年 齢が18歳に引き下げ ら
れるようなことがあ った 場合には、高校生で あっ ても契約の責任を自ら負 うということが考え ら
れます。それだけに、若 年層に対する消費者 教育 がより重要な課題に なる と考えられるわけで あ
ります。
こうした問題意識 のも とで、当委員会では 、有 識者、学校関係者、 関係 行政機関等からヒア リ
ングを行うなど、調 査、 検討を行ってまいり まし て、今般提言の案を まと めるということにい た
しました。本日はこ の提 言案について、議論 の上 で取りまとめを行い たい と思います。
担当は大森委員、 蟹瀬 委員でありました。
本日は、大森委員 から 提言案についての説 明を お願いしたいと思い ます。大変恐縮ですが20分
程度でお願いいたし ます 。
○大森委員

担当委 員と して、提言案の内容 につ いて御説明いたしま す。
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河上委員長から提 言の 経緯について御説明 をい ただきましたので、 私か らは提言の概要につ い
て資料に沿って説明 させ ていただきます。
概要としては２ペ ージ に記載しており、第 １で は、若年層の消費者 を対 象とした消費者教育 の
現状について、国、 地方 公共団体等における それ ぞれの取組について 述べ ております。
第２の１では、若 年層 の消費者問題の状況 につ いて把握するため、 年齢 別の相談件数や具体 的
な相談事例について 記載 しました。また、第 ２の ２では、教育委員会 や学 校などへのヒアリン グ
をもとに、学校にお いて どのような消費者教 育が実施されているのか 、具 体的な取組事例を紹 介
しております。
第３では、都内の大学 生と大学院生に消費 者教 育に関するヒアリン グを 実施し、その結果か ら
消費者教育を実施してい く上で重要と考察さ れる ことをまとめており ます 。
第４では、地域に おい て教育委員会と消費 生活 センターとの連携の 促進 や、学校の教員等と 連
携した教材開発を行 うな ど、消費者教育の推 進に 効果的な活動を行っ てい ると見られる消費者 教
育コーディネーター の活 動事例を記載してお りま す。
第５では、第１か ら第 ４までを踏まえ、消 費者 教育の裾野を広げ、 消費 者教育が一層推進さ れ
るために今後消費者 庁や 文部科学省等、関係 行政 機関がとるべき方策 につ いて、当委員会とし て
の提言を述べており ます 。
それぞれについて 、概 要を御説明します。
まず、３ページを御覧 ください。委員長か らも 御説明いただきまし たが 、消費者教育につい て
は、関係する法律や 消費 者教育に関する基本 的な 方針に基づき、国等 にお いて各種施策が実施 さ
れております。若年 層を 中心とした消費者教 育に ついては、消費者教 育推 進法では、国などは 児
童・生徒に関しては 、そ の発達段階に応じて 、適 切かつ体系的な消費 者教 育の機会を確保する た
め、必要な施策を講 じな ければならないとさ れ、 大学生等に関しては 、大 学等に対して消費生 活
における被害を防止 する ための啓発等の自主 的な取組を促すこととさ れて おります。
４ページでは、消 費者 教育の体制に関する イメ ージについて消費者 庁が 作成された資料を掲 載
しております。
５ページ以降は、国に おける取組をまとめ てお ります。最初は消費 者庁 の取組です。消費者 庁
は消費者教育推進法 に基 づき、設置されてい る消 費者教育推進会議を 運営 しております。同会 議
は、消費者教育の体 系的 かつ効果的な推進に 関し て情報交換や調整を 行っ ております。若年層 を
対象とした消費者教 育に ついては、今年４月 に「 学校における消費者 教育 の充実に向けて」を 公
表しております。
消費者教育ポータ ルサ イトでは、消費者教 育の 教材を提供している ほか 、地方公共団体等の 消
費者教育に関する各 種情 報の提供等を行って おり ます。
国と地方のコラボ レー ションによる先駆的 プロ グラムでは、消費者 問題 に関する先駆的なテ ー
マを国から提案し、 問題 意識を共有した上で 、地 方公共団体の自主性 等を 確保しつつ、さまざ ま
な事業を行うことと され ておりますが、この 中で 、消費者教育をテー マと した事業も多く実施 さ
れております。
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また、６ページに なり ますが、消費者教育 の体 系イメージマップを 作成 し、幼児期から高齢 期
までの各段階におけ る消 費者教育の重点領域 を一 覧表で示しています 。
次に、文部科学省 の取 組です。文部科学省 では 、平成25年度から消 費者 教育推進委員会の設 置
や消費者教育アドバ イザ ーの派遣等を内容と する 「連携・協働による 消費 者教育推進事業」を 行
っています。その中 で消 費者教育推進委員会 が設 置され、平成27年度 は学 校、社会教育におけ る
消費者教育の充実を 図る ため、消費者教育の 指導 者用啓発資料を作成 し、平成28年度には、そ の
活用を図ることとし てお ります。
また、７ページに なり ますが、地域におけ る消 費者教育の推進を目 的と して、有識者等を消 費
者教育アドバイザー とし て、地方公共団体か らの 求めに応じ派遣して おり ます。
次に、８ページで す。 学習指導要領に基づ き、 小、中、高等におい て消 費者教育が行われて お
ります。学習指導要 領は 現在改訂作業が行わ れて おり、次期学習指導 要領 には、消費者教育に 関
係する科目として「 公共 （仮称）」の設置など が検 討されております。
また、大学等にお ける取組としては、消費 者教 育推進委員会が平成23年 に指針を取りまとめ て
おり、大学生等に対 して 、学生に対する消費 者問 題に関する情報提供 の機 会の拡大などが求め ら
れるとしております 。
10ページ、地方公 共団 体における取組です 。消費者教育推進法では 、地 方公共団体に対して 消
費者教育推進地域協 議会 を設置するよう努め るこ ととしており、平成28年 ３月23日現在、42都 道
府県で協議会が設置 され ています。また、同 法で は、消費者教育推進 計画 についても策定する よ
うに努めなければな らな いとされており、平 成28年３月23日現在、30都道 府県で計画が策定さ れ
ております。
コーディネーター につ いてですが、コーデ ィネ ーターとは、基本方 針に も記述があり、消費 者
教育を担う多様な関 係者 の間に立って調整す る役 割を担い、消費者市 民社 会形成の推進役とし て
重要な役割を果たす もの とされています。こ の後 の第４や、最後の提 言の ところでも再び触れ ま
すが、平成27年４月 １日 現在、11都道府県78市区 町村等で設置されて いま す。
また、国や地方公 共団 体だけでなく、消費 者団 体、事業者及び事業 者団 体等も実施主体とな っ
ており、学校をはじめと するさまざまな場で 消費 者教育が行われてお りま す。
次に、第２の若年 層を 対象とした消費者教 育の取組事例です。
12ページを御覧く ださ い。15際から29歳までの相 談状況について、PIO‑NETに登録されたデータ
は図のとおりです。18歳 や20歳といった就職や大 学入学等による環境 変化 、成年年齢に達する と
きに相談が増加する 傾向 が見られます。
13ページ以降は、 相談 事例を掲載しており ます 。
17ページ以降は、 若年 層への消費者教育の取組 として、学校におけ る取 組事例を掲載してお り
ます。出前授業を活 用し た取組や、生徒が参 加す るタイプの取組など を紹 介しております。
次に、31ページに なり ますが、若年層の消 費者 教育に関する調査と して 、都内大学生と大学 院
生11名に対して、ヒ アリ ングをさせていただ きま した。ヒアリングし た項 目ごとに回答の概要 を
記載しております。
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35ページに、ヒア リン グ結果の取りまとめ をし ております。ヒアリ ング から考察されること と
しては、まず消費者 教育 に関連する言葉を覚 えて いれば消費者被害に 遭っ たときに適切に対応 で
きることが期待でき るこ とから、消費者教 育は継続 的に繰り返し行うこ とが 重要と考えられます。
また、教える内容 とし ては、インターネッ トを 利用したトラブルの 低年 齢化が進んでいるこ と
から、児童・生徒に 対し て発達段階に応じた 情報 モラル教育を行うこ とや 、高校卒業後の環境 変
化への対応を踏まえ 、高 校卒業時までに契約 の基 礎知識などを教える こと が望ましいと思われ ま
す。
36ページになりま すが 、消費者教育を行う 際は 、生徒にとって身近 な事 案や社会的に関心の 高
いものなどとするこ とに 留意することが望ま れる と思われます。また 、消 費者被害に遭ったと き
に対応できるように 、被 害に遭ったときの連 絡先 や「188（いやや！）」な どについても消費者 教
育の内容に盛り込む こと も考えられると思い ます 。
37ページからは、 コー ディネーターの活用 によ る学校における消費 者教 育の充実についてま と
めております。
若年層に対する消 費者 教育は、学校におけ る教 育が重要と思われま すが 、学校の教職員は一 般
的に勤務時間が長く 、こ れまで以上に消費者 教育 に時間を充てること が難 しい場合があること も
考えられます。消費 者教 育をより効率的、適 切に 行うためには、消費 者教 育を担う多様な関係 者
間の連携が望ましい ので すが、教職員自らが その 役割を担うことは難 しい 場合もあると思われ ま
す。そのため 、消費者教 育 専門のコーディネー ター により、関係者 間の連携の 促進などによって、
学校における消費者 教育 の充実を図ることも 考え られます。
コーディネーター の活 動事例としては、38ペー ジでは、本会議でも ヒア リングさせていただ い
た岡山県の消費者教 育コ ーディネーターの取 組を 、39ページでは、千 葉県 柏市の消費者教育相 談
員の取組について記 載し ております。
40ページからは、 提言 になります。
当委員会では、若年層を 中心とした消費者教 育に ついてヒアリング等 の調 査を行ってきました。
調査においては、本 会議 の場で有識者による 消費 者教育に関する重要 性に ついて御意見があり ま
した。今後の消費者 教育 の実施に当たっては 、消 費者教育の効果等を 検証 する調査を行うこと が
重要と思われます。
また、国民生活セ ンタ ーへの相談件数が、18歳 や20歳といった就職 や大 学入学等による環境 変
化、成年年齢に達す ると きに相談件数が増加 する 傾向が認められるこ とや 、学生へのヒアリン グ
の結果、成年年齢の 引下 げの議論を踏まえる と、20歳になる前の段階 も含め 、当該世代のニーズ
に応じた消費者教育 を行 うことが重要と思わ れま す。
さらに、消費者教 育は 家庭で行うことも重 要と 思われますが、共通 して 身に付けるべき適切 な
体系的な消費者教育 につ いては、特に学校で 行う ことが重要と思われ ます 。学校において消費 者
教育を行う際は、消 費生 活センター等の関係 機関 との連携により、一 層、 効果的な教育を行う こ
とが期待されること から 、関係機関をコーデ ィネ ートする人材が重要 と思 われます。
以上を踏まえまし て、 以下、３点の提言を 行っ ております。
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第１は、消費者教 育に 関する実態調査の実 施に ついてです。
国は、これまで消 費者 教育についてさまざ まな 形で推進を図ってき まし た。この間、文部科 学
省による全国の教育 委員 会等への消費者教育 への取組の調査や地方公 共団 体レベルでの消費者 教
育に関する調査は行 われ てはいるものの、国 民全 体を対象として全国 的に 行った調査は、内閣 府
が平成20年に行った 国民 生活選好度調査以降 行わ れておりません。今 回の 調査において、当委 員
会が学生などに対し て消 費者教育についてヒ アリ ングをしたところ、授業 で習った記憶はある も
のの、具体的な内容 は覚 えていないという回 答が 多く聞かれました。
そのため、消費者 庁は 文部科学省等の関係 行政 機関と調整の上、全 国レ ベルにおいて、これ ま
での消費者教育に関 する取組により、若年層 の消 費者の知識や行動な どに どのような変化が生 じ
たか、また、消費者 教育 の課題を明確にし、 今後 の消費者教育の推進 に生 かしていくべきと考 え
ます。
なお、実態調査を 行う に当たっては、国民 が消 費者教育に関する知 識を どの程度身に付けて い
るかだけでなく、知 識に 基づいてとった行動 内容 についても把握する こと や、これまでの消費 者
教育として行ってき た方 策がどのような効果 を上 げているかについて 、可 能な限り留意してい き
たいと思います。
第２は、若年層の 消費 活動や消費者問題を 踏ま えた消費者教育の実 施に ついてです。
多くの若者が高校 を卒 業し、就職などで生 活環 境が大きく変わる18歳頃 を境に、本人が身に付
ける必要があると思 われ る消費者問題に関す る知 識も変化すると考え られ ます。
当委員会がヒアリ ング を行った大学生等か らは 、消費者教育として 知り たいこととして、ク レ
ジットカードの仕組 み、契 約に関する事柄等が あり ました。このた め、消費 者 庁と文部科学省は、
関係行政機関と調整 の上 、18歳前後の消費者 が直 面する消費者問題の 実態 や、同年代の消費者 に
おける消費者教育に 対す るニーズに応じた消 費者 教育を実施すべきだ と考 えます。
第３は、コーディ ネー ターの設置・活動の促進 についてです。
学校における消費 者教 育については、教職 員以 外の者に消費者教育 に関 する授業をしてもら い
たいが、適切な者に 心当 たりがないため行え ない ことや、教材はある もの の教職員等に対する 情
報提供が不十分なた め、 教材が教育現場で活 用さ れていないなどの課 題が あります。
こうした課題は、 関係 者間を調整したり、 教職 員に対して必要な情 報を 提供することができ る
コーディネーターを 配置 し、コーディネータ ーが 機能することで解消 され ることが考えられま す
が、コーディネータ ーの 設置は一部の自治体 にと どまっています。
この背景には、学 校授 業、その他の教育活 動に おいて、消費者教育 の推 進役として、コーデ ィ
ネーターの資質を有 する 人が不足しているこ とや 、コーディネーター を設 置する地方公共団体 の
コーディネーターの 役割 や必要性に対する理 解が 不十分であることが 考え られます。
また、現在コーデ ィネ ーター的な役割を果 たし ている人についても 、そ の位置付けが不十分 な
ため、十分活動でき てい ない可能性も考えら れま す。このため、消費 者庁 は、地方公共団体に お
いて、コーディネー ター の設置が促進され、 活動 を充実させるために 必要 な支援を行っていた だ
きたいと考えます。
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具体的には、消費 生活相 談員や消費者団体、NPO法 人、民間企業で消費 者教育 に携わった人など、
幅広い分野から人材 を求 め、必要な研修を行 うこ とや、教材の作成・ 配布 、コーディネーター 同
士が交流できるよう な機 会を設けることが考 えら れます。
また、コーディネ ータ ーがその役割を果た すた めには、地方公共団 体の 消費者行政担当部局 や
学校等の意向を的確 に把 握する必要がありま す。 そのため、消費者庁 及び 文部科学省は、地方 公
共団体が消費者行政 担当 部局だけでなく、学 校等 に意思の疎通が図れ るよ うに取り組んでいた だ
きたいと思います。
最後に、コーディ ネー ターが十分活動する ため には、コーディネー ター の資質・活動だけに 頼
っていたのでは限界 があ ると思います。この ため 、消費者庁は、地方 公共 団体がコーディネー タ
ーの役割を十分理解 し、 コーディネーターが 継続 的に活動できるよう に地 方公共団体の役職と し
ての位置付けを明確 にす るように取り組んで いた だきたいと思います 。
以上です。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

それでは、ただい まの 説明の内容について 、御 質問、御意見のある 方は 発言をお願いいたし ま
す。
委員間の打合せで かな り議論をさせていた だい て、その内容も反映 した 形にはなっているか と
は思いますけれども 、何 か特にこの際、御意 見あ るいは補足をしたい とい うことでしたら、是 非
お願いいたします。
池本委員長代理、 どう ぞ。
○池本委員長代理

池本 でございます。

今回のこの調査報 告は 、かなり広範囲な事 前の ヒアリングや調査に 基づ くものですし、消費 者
教育については文科 省と 消費者庁がそれぞれ かな り取り組んでおられ る、 あるいは消費者教育 推
進会議でも全体的に 取り 組んでおられるとい うこ とで、どういう観点 でそ れをまたフォローア ッ
プしていくかという とこ ろから議論したかと 思い ます。
その中で、40ペー ジ以 下の提言のところに もあ るのですが、学校教 育の 面では、例えば学習 指
導要領があったり、 教材 となる資料をポータ ルサ イトで提供したりな どか なり進んでいるよう に
うかがえますが、そ の本 当の浸透度というの か、 現場の教職員の方の 声か らすると、なかなか 忙
しくてあるいはその 分野 についての情報不足 で思 うように取り上げら れな いという現場の話と 、
国全体としての施策 の取 組ということとのギ ャッ プがまだまだあるの では ないだろうか、ただ 、
そこは少し丁寧な実 態調 査をしてみないとど こが 足りないのかという こと はまだ的確に分析し 切
れないということで 、こ の実態調査の実施を 求め るということにつな がっ たのであろうと思い ま
す。そういった問題 意識 の中でこれを提案し てい るということで、是 非こ れは消費者庁あるい は
文科省などと調整の 上で 受け止めていただき たい と思います。
その中で私は個人 的に特に思うのが、小、中、 高は、まだ学習指導 要領 があったり、あるい は
教える担当科目、あ るい は担当者ということ が見 えるのですが、大学 や専 門学校になるとそう い
うシステムはありま せん 。入学のときのオリ エン テーションやガイダ ンス の中でなど、本当に 極
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めて断片的なことで しか 、消費者教育という より 本当に単発の情報提 供で しかない。この辺り も
もう少し実態を調査 した 上で大学、専門学校 にお ける消費者教育が更 にも う１歩、２歩進むた め
にどうしたらいいの かと いうその前提となる 実態 をもっと浮かび上が らせ ていく必要があるの で
はないか。特にそこ が私 としては気になって いる ところですので、そ の辺りはまた少し力を入 れ
て調査していただき たい と思います。
以上です。
○河上委員長

あり がと うございました。

地方レベルではぽ つぽ つと調査はあること はあ るようなのですけれ ども 、ただ、全国的にど う
なっているかという 点に なると、調査そのも のは かなり前に一度やっ たき りですね。だから、 そ
ういうことも含めて とい うことであろうと思 いま す。
ほかにはいかがで しょ うか。
増田委員、どうぞ 。
○増田委員

今回の 提言 を作成していただい て、 大変ありがたく思っ てお ります。ありがとう ご

ざいます。
そして、これをき っか けとして、コーディ ネー ターの役職という言 葉が 今、使われておりま し
たけれども、地方自 治体 でそれを広く、かつ 重く 受け止めていただき 、実 際に実施していただ き
たいということと、 実際 に文科省と連携する とい うことが具体化する こと を強く期待しており ま
す。そして、講師と して適切なものがなかな か活 用できていないとい うく だりもございました の
で、そういうところ に対 して、今、先生方が 大変 忙しく時間がない中 、更にまたこういう消費 者
教育に携わらなくて はな らないという負担感 がと ても大きくなるかと 思い ますので、実際に行 う
に当たっては専門家 ある いはNPO、消費者団体など 、垣根を取り払って活用し ていくということを
是非お願いしたいと 思い ます。
以上です。
○河上委員長

あり がと うございました。

ほかにはいかがで しょ うか。
長田委員、どうぞ 。
○長田委員

47ペー ジか らのところに、大森 委員 が「消費者教育に市 民権 を」ということで書 い

ていらっしゃるので すけ れども、この中の教 える 教育からともに学ぶ 、覚 える教材から参加型 の
教材と、本当に大切 なこ とだと思います。消 費者 教育については何年 かおきにいろいろこうあ る
べきという見直しも 行わ れてきていて、その ある 時期には生きる力を 子供 たちの基本として教 え
るのも消費者教育の 重要 性ではないかという 指摘 もあったと思います けれ ども、学校教育など と
いう場になると、何 か知 識だけをということ にど うしてもなりがちだ と思 いますが、必要な知 識
というのは、その時 代時 代、そのときそのと きの 場面によっても変わ って いくので、それをど う
自分で選択をするの かと いうときの基礎的な 力を どう持たせるかとい うと ころが多分大切なの だ
と思います。この大 森委 員の書いていらっし ゃる ことに共感しますと いう ことで、意見を言わ せ
ていただきました。
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○河上委員長

あり がと うございました。

今、引き合いに出 され ましたけれども、47ペー ジ、48ページに担当 され た大森委員から今後 の
展望というものを書 いて いただいております 。そ の手前の45ページ、46ペ ージには、私もちょ っ
と書かせていただい てお りますが、大森委員 、何 かこの御自身の書か れた ところに関して付け 加
えておきたいことが あり ましたらお願いしま す。
○大森委員

日頃か ら出 会った人にはこうい うこ とを語っているので すけ れども、こういうよ う

に文章にしていただ くと 広くまとまった形で 伝え ることができて、そ うい う機会をいただけて 本
当にありがたいと思 って います。
こういう消費者委 員会 からの冊子に記載さ れる ということで、私 の発言も 重みが加わりまして、
学校の先生たちもし っか り耳を傾けていただ ける かなと感謝しており ます 。ありがとうござい ま
す。
○河上委員長

それ から 、さっきのテーマの 中で 、大学生や大学院生 にヒ アリングをしていろ い

ろと検討結果をまと めさ せていただいたので すけ れども、実はこれは樋口 委員に大分お世話に な
りました。樋口委員、何 かありましたらお願 いし ます。
○樋口委員

大学生 、大 学院生ということで 、消 費者教育の問題に関 して も第２ステージに入 る

わけで、日頃から学 生か らもいろいろ意見が 出て いましたので、こう いう 場を与えていただい た
ことによって、学生 も更 に考えを深めること がで きたのではないかと いう ことで、私も大変感 謝
しております。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

何かほかに御意見 はご ざいませんでしょう か。
よろしいですか。 特に 今の段階で修正の御 意見 というものはなかっ たか と思いますので、原 案
どおり消費者委員会 から の提言としてまとめ させ ていただいて、消費 者担 当大臣及び文部科学 大
臣宛てに発出をいた した いと思いますが、よ ろし いでしょうか。
どうもありがとう ござ います。
それでは、
「（案）」を取っ ていただきます。また、こ れにはポンチ絵が付いて おりますけれども、
このポンチ絵の表現も提 言の趣旨を明確にす るよ う精査していただい て、 これも付けて一緒に 発
出することにしたい と思 います。よろしくお 願い いたします。

≪３．閉会≫
○河上委員長

本日 の議 題は以上になります 。

最後に、事務局か ら今 後の予定について説 明を お願いいたします。
○丸山参事官

次回 の本 会議の日程、議題に つき ましては、決まり次 第、 委員会ホームページ 等

を通じてお知らせさ せて いただきます。
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なお、この後委員 間打 合せを行いますので 、委 員の皆様におかれま して は、委員室のほうに 移
動をよろしくお願いいた します。
○河上委員長

それ では 、本日はこれにて閉 会と させていただきます 。

お忙しいところお 集ま りいただきまして、 あり がとうございます。
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